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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 1,088 △16.1 △234 ― △229 ― △123 ―

21年3月期第1四半期 1,296 ― △157 ― △113 ― △66 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 △14.85 ―

21年3月期第1四半期 △7.73 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 36,365 10,563 29.0 1,269.16
21年3月期 35,951 10,685 29.7 1,279.57

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,549百万円 21年3月期  10,673百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

当社は、下記「３．平成22年３月期の連結業績予想」における事由により、予想配当金については記載を控えさせていただいております。 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
当社及び当社グループ（以下、「当社」という。）の主たる事業である商品先物取引業は事業の特性上、営業収益において、商品市況、為替相場等の市場
環境の動向により大きく影響を受ける傾向にあります。当社はこの状況において、業績予想を適正かつ合理的に行うことは非常に困難であることから、業
績予想の開示・公表は、株主・投資家の皆様の合理的な判断の形成に有用とはいえないと判断されるため、業績予想の開示を控えさせていただいており
ます。それに代えて、四半期及び通期の業績速報値を、決算数値が確定したと考えられる時点で速報値の開示を実施いたしてまいります。 
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

当社の事業の特性上、市場市況、為替相場等の市場環境の動向により大きく影響を受ける傾向にあり、業績予想を適正かつ合理的に行うことは非常に困
難であることから、業績予想の開示・公表は、株主・投資家の皆様の合理的な判断の形成に有用とはいえないと判断されるため、業績予想の開示を控えさ
せていただいております。それに代えて、四半期及び通期の業績速報値を決算数値が確定したと考えられる時点で速報値の開示を実施いたしてまいりま
す。また、配当予想につきましても期末における開示が可能となった時点で速やかに開示してまいります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 8,897,472株 21年3月期  8,897,472株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  585,352株 21年3月期  556,096株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 8,330,957株 21年3月期第1四半期 8,571,027株
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5【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,844,525 3,642,897

委託者未収金 492,412 368,394

有価証券 87,509 182,198

商品 20,535 78,405

保管有価証券 7,582,132 6,176,041

差入保証金 11,726,698 11,093,885

金銭の信託 3,640,000 4,160,000

その他 2,321,886 3,039,294

貸倒引当金 △4,131 △3,823

流動資産合計 28,711,570 28,737,293

固定資産   

有形固定資産 4,134,447 4,163,367

無形固定資産 318,820 20,826

投資その他の資産   

その他 4,082,908 3,963,217

貸倒引当金 △882,115 △933,018

投資その他の資産合計 3,200,793 3,030,199

固定資産合計 7,654,061 7,214,392

資産合計 36,365,631 35,951,685

負債の部   

流動負債   

委託者未払金 225,966 205,878

短期借入金 718,600 718,600

未払法人税等 2,340 83,586

賞与引当金 28,868 73,814

1年内償還予定の社債 400,458 －

預り証拠金 6,805,534 8,157,563

預り証拠金代用有価証券 7,529,692 6,129,031

預り取引保証金 3,289,757 3,965,238

金融商品取引保証金 4,635,609 3,123,207

その他 679,975 532,143

流動負債合計 24,316,804 22,989,064

固定負債   

社債 － 1,061,545

長期借入金 69,550 74,200

退職給付引当金 494,237 436,329

役員退職慰労引当金 239,230 245,630

その他 395,136 171,823

固定負債合計 1,198,153 1,989,528
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年3月31日) 

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 286,706 286,706

金融先物取引責任準備金 730 730

特別法上の準備金合計 287,437 287,437

負債合計 25,802,395 25,266,029

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,722,000 1,722,000

資本剰余金 1,104,579 1,104,579

利益剰余金 8,034,204 8,220,289

自己株式 △278,387 △268,449

株主資本合計 10,582,396 10,778,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,795 △36,204

為替換算調整勘定 △59,786 △68,877

評価・換算差額等合計 △32,991 △105,081

少数株主持分 13,830 12,318

純資産合計 10,563,236 10,685,656

負債純資産合計 36,365,631 35,951,685
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（2）【四半期連結損益計算書】 
   【第1四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月１日 
  至 平成20年6月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年4月１日 
  至 平成21年6月30日) 

営業収益   

受取手数料 1,115,183 976,694

売買損益 157,513 95,819

その他 24,049 15,658

営業収益合計 1,296,746 1,088,172

営業費用   

販売費及び一般管理費 1,454,413 1,322,578

営業費用合計 1,454,413 1,322,578

営業損失（△） △157,667 △234,405

営業外収益   

受取利息 9,867 3,709

受取配当金 11,820 11,762

為替差益 32,362 －

その他 13,575 9,690

営業外収益合計 67,625 25,162

営業外費用   

支払利息 8,073 7,208

為替差損 － 11,385

貸倒引当金繰入額 12,500 －

その他 3,252 2,146

営業外費用合計 23,826 20,739

経常損失（△） △113,868 △229,983

特別利益   

投資有価証券売却益 10,946 －

貸倒引当金戻入額 － 53,564

特別利益合計 10,946 53,564

特別損失   

投資有価証券評価損 999 －

その他 113 5,550

特別損失合計 1,112 5,550

税金等調整前四半期純損失（△） △104,033 △181,968

法人税等 △35,577 △59,883

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,167 1,608

四半期純損失（△） △66,288 △123,693
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（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月１日 
  至 平成20年6月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年4月１日 
  至 平成21年6月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △104,033 △181,968

減価償却費 36,541 40,857

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,920 △50,594

賞与引当金の増減額（△は減少） △160,959 △44,945

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,774 57,908

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,370 △6,400

受取利息及び受取配当金 △21,688 △15,471

支払利息 8,073 7,208

為替差損益（△は益） △1,089 △2,241

投資有価証券売却損益（△は益） △10,946 －

投資有価証券評価損益（△は益） 999 －

委託者未収金の増減額（△は増加） △194,859 △120,703

差入保証金の増減額（△は増加） △326,738 △616,584

金銭の信託の増減額（△は増加） △1,200,000 520,000

預り証拠金の増減額（△は減少） 1,202,554 △1,367,887

預り取引保証金の増減額（△は減少） 1,081,800 △675,480

金融先物取引保証金の増減額（△は減少） 577,439 －

金融商品取引保証金の増減額（△は減少） － 1,512,402

その他の売上債権の増減額（△は増加） △6,296 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,703 57,869

委託者未払金の増減額（△は減少） 394,228 15,183

その他の仕入債務の増減額（△は減少） 19,918 －

その他 △1,454,716 896,011

小計 △149,152 25,162

利息及び配当金の受取額 12,171 13,644

利息の支払額 △10,829 △9,484

法人税等の支払額 △524,921 △90,159

営業活動によるキャッシュ・フロー △672,732 △60,835

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20,639 △17,657

有価証券の取得による支出 △101,285 △372

有価証券の売却による収入 1,985 －

有形固定資産の取得による支出 △35,253 △5,360

無形固定資産の取得による支出 △2,460 △12,600

投資有価証券の取得による支出 － △2

投資有価証券の売却による収入 － 8,204

その他 2,578 5,597

投資活動によるキャッシュ・フロー △155,075 △22,191
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月１日 
  至 平成20年6月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年4月１日 
  至 平成21年6月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △4,650 △4,650

社債の償還による支出 － △660,825

自己株式の取得による支出 △10,304 △9,938

配当金の支払額 △85,558 △56,868

少数株主への配当金の支払額 △500 －

その他 △59 △4,467

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,072 △736,748

現金及び現金同等物に係る換算差額 41,268 3,362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △787,612 △816,413

現金及び現金同等物の期首残高 6,464,258 3,306,960

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,676,646 2,490,546
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